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☺49歳で本格的に創作を開始 
　高校生のころから読書は好きでした。

島崎藤村の詩集や太宰治の小説など

を読んでいました。20代では仲間と一

緒に雑文をつくり、楽しんでいたことが

あります。その後、20数年のブランクを

経て49歳のときに文芸サークル「鈴鹿

土曜会」に参加しました。文芸評論家

の清水信さんが主宰で、その指導もあ

って評論を書き、平成9年には県の文

学新人賞を受けました。「鈴鹿土曜会」

では多くの人から刺激を受け、創作の

視野が随分広がったと感じています。 

 

☺テーマは死と命 
　現在は、中部ペンクラブと同人雑誌「海

牛」「文芸中部」「宇宙詩人」などに所属し、

小説や詩を中心に作品を発表しています。

死生観とか命をテーマにしたものが多く、

昨年11月に初出版した短編集「ジギ谷」

でもそのような話を選び、近作1つを加

えてまとめました。その中の「手絽女山」

は、尊厳死が合法化され、更に死に行く

ツアーさえも法律的に認められた社会を

描いてみました。「骨を抱く」ではあの

世の人が、時間と場所を超えてこの世

に来たらどうなるのかを考えました。 

 

☺年内に2作目の発刊を 
　近未来に起こりそうな話や非日常の

物語を思いめぐらすことがあります。似た

ことが起こったりすると、やはり悲しいで

すね。わたしの小説は暗くなりそうですが、

そのような中にも希望や光を見いだせる

ような作品を書きたいと思っています。

でも、なかなかうまくいかないのが現実

です。次の作品集については、今年中に

もう1冊まとめてみたいと思っています。 
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白子地区民生委員

児童委員協議会児童部

ひ 
Cheerful!

☺子育て相談「ゆめ・夢・ひろば」 
　子育て支援の一助になればと始

めた「子育て相談」も5年目に入

りました。8月を除く毎月第2木曜

日の10時から15時まで、白子駅西

のイベントショップで開催してい

ます。妊娠・出産や18歳までの子

育てにかかわる相談に、毎回児童

部の主任児童委員、民生・児童委

員が応じています。 

☺悩まずにご相談を 
　子育て相談にはさまざまな悩み

が寄せられます。「夜泣きがひど

い」「離乳食が進まない」など赤

ちゃんに関すること、「不登校」

や「自閉症」などお子さんのこと、

また、「産後うつ」といったお母

さん自身のことなどです。相談が

あると、まずお話を聞かせていた

だき、その上で直接アドバイスを

したり、保健センターや教育研究

所などへの橋渡し、公民館や子育

て支援センターの催し物の紹介など、

相談者個々の事情により、ケース

バイケースで対応させていただい

ています。 

☺お気軽にお出かけください！ 
　昨年度から、相談に加え、七夕

やクリスマスのつどい、保健師に

よる身長や体重の測定を始めました。

絵本の読み聞かせや紙芝居も行っ

ています。参加されたお母さんや

子ども同士の交流の輪も広がって

います。 

　相談は無料ですし、皆さんのプ

ライバシーも堅くお守りします。

どうぞ、気軽にお立ち寄りください。

お問い合わせは、　386-2578まで。 

 

元気な 

元気な 

ワードパズル ワードパズル 

■

　今回の元気なひとは、短編集「ジギ谷」を
自費出版した名村さんです。

名村 和泰さん（岸岡町）
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☺
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●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申込み／5月14日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められるものは、お断りします。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。 
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。 

次回の募集は７月５日号掲載分です

と 

なかま 

ひ 
とき／5月13日㈰　内容／新緑の宮川堤　
集合／宇治山田駅9時15分　とき／5月
27日㈰　内容／市内、八野めぐり　集合
／平田町駅8時45分　参加費／ともに200
円（初参加者300円）　※初参加者大歓迎

対象／不登校の子どもと親（親のみ
の参加可）　とき／毎月第4火曜日
11時〜15時　ところ／白子公民館

（変更する場合もあり）　参加費／
子ども100円、親無料

対象／初中級の方　ところ／青少年セ
ンター　参加費／1,000円　※カレン
ダー、お知らせ、写真活用、名刺、日記、ブ
ログなど、エクセルやワードで作りませ
んか。詳しくは、予定表にてご案内します。

とき／毎月第3土曜日15時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階　内容／絵本の
読み聞かせ。英語、中国語、ドイツ語、韓
国語、ポルトガル語など　参加費／無料
※大人の方もぜひ遊びに来てください。

とき／5月27日㈰10時〜15時　と
ころ／中勢自動車学校　内容／園児
と保護者を対象とした親子で楽しみ
ながら学べる交通安全のイベント　
参加費／無料　※粗品を進呈します。

対象／白子中学校区に在住の家庭
婦人　とき・ところ／月曜日（旭ヶ
丘小体育館）　金曜日（桜島小体育館）
いずれも19時30分〜21時30分　
※お気軽に見学、練習参加してください。

対象／小学生から一般の方　とき／毎週水曜
日19時〜21時、毎週土曜日18時30分〜20時
30分　ところ／水曜日：神戸小学校体育館、土
曜日：神戸高校剣道場　内容／剣道を通して
心技体を養います。一度見学にお越しください。

とき／6月3日㈰開場13時30分　開演
14時　ところ／安濃町サンヒルズ安
濃ハーモニーホール　入場料／500円
※日本の曲、世界の曲、いろいろなギタ
ーの音色をお楽しみください。

対象／ボランティアに関心のある方　
とき／第1・第3木曜日10時〜12時　
ところ／津センターパレス2階ボラン
ティアルーム　会費／1カ月100円　
※ぜひ一度見学に来てください。

とき／毎月4回（金または土曜日）10時
〜15時　内容／手ひねり〜ろくろ、絵付、
釉薬付、焼成まで教室で行います。一日
体験もできます。　月会費／2,500円　
※心豊かに陶芸を楽しみませんか。

対象／小学1年生〜大人の方　と
き／毎週土曜日14時〜15時と15
時〜16時　※自分だけの作品を自
分の手で作ってみませんか。詳しく
は、電話で何でも聞いてください。

とき／6月3日㈰開演13時30分　と
ころ／文化会館けやきホール　内容
／音楽劇をはさみ、クラシックや昔懐
かしい歌の数々を、女声アンサンブル
でお届けします。　入場料／400円

とき／5月18日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／
ＥＭ菌の基礎知識と家庭内での正
しい使い方、応用　参加費／500円（Ｅ
Ｍ菌含む）　※気軽に参加ください。

とき／6月16日㈯開場13時30分　
開演14時　ところ／文化会館　内容
／戸田順子のミニコンサートや皆さ
んとご一緒に童謡を歌ったりして楽
しみましょう。　入場料／無料

とき／6月6日㈬13時30分　とこ
ろ／玉垣ふれあいホール　内容／
18年度事業決算報告、19年度事業
予算計画　※アトラクションを計
画します。

対象／現場で直接指導や監督の職
務に就く方は必要　とき／学科：
6月23日㈯、24日㈰　受講費／
7,500円（申込書・印鑑・写真3枚
持参）　締切り／6月6日㈬

対象／幼児〜小学生　ところ／鈴鹿フ
ットサルクラブコート内ほか　内容／
さまざまな運動能力向上プログラムを
楽しく丁寧に指導します。　※詳しくは
電話、またはホームページをご覧ください。

対象／18歳以上の人　ところ／三重県立
杉の子特別支援学校　内容／障がいのある
児童生徒と家族へのサポート・ボランティ
ア講座を開催　締切り／5月10日㈭　※詳
しくは、三重県立杉の子特別支援学校へ

鈴木利昭　　383-0712 草深　　090-1748-4560

佐藤　　080-3617-5186
　yasuko1011@u-tek.co.jp 打田　　059-367-2730 中勢自動車学校　　386-1452

　http://www.chusei-ds.com/
レモン　岩川

090-6646-4930

矢野浩之（四日市市日永西1-12-14）
　090-3385-6508

原　浩之
　090-8739-0936

拡大写本みえの会　山
371-0051

すずか陶芸（鈴鹿署東）
　386-2509

木工教室　うえむら
　384-0320（10時〜19時まで） 林　順子　　386-2329 鈴鹿ＥＭ交流会

　382-6039 前田みね子　　385-4886

厚生年金受給者協会鈴鹿市部会
　山本勝美　　387-4807

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

早苗久美　　059-245-5100
　http://www.za.ztv.ne.jp/pe-square

三重県立杉の子特別支援学校
　　379-1611

鈴鹿市民歩こう会 
 

鈴鹿子どもスペース 
 

パソコンで遊ぼう 
 

外国語の絵本の 
読み聞かせ 

第11回 
交通安全フェア開催 

家庭婦人 
バレーボール部員募集 

鈴鹿中部剣道会員募集 
 

第3回ギター倶楽部 
みえコンサート 

拡大教科書製作 
ボランティア募集 

陶芸教室春組生募集 
 

木工教室受講生募集 
 

花の和リピートコンサート 
 

第36回ＥＭ勉強会 
 

「童謡の会5周年の集い」 
お誘い 

厚生年金受給者 
鈴鹿市部会定期総会 

職長・安全衛生責任者 
特別教育 

こども運動塾キッズＰ.Ｅ 
無料体験 

ボランティア講座 
受講生募集 

☺

☺
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パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 
　毎月1回はクロスワードパズルで

頭の体操。 

　縦のカギ、横のカギに回答し、色

付き部分の文字を組み合わせると、

「鈴鹿」にまつわる言葉が生まれます。

さあ、皆さんチャレンジしてみましょう。 

①鈴鹿市内の地区名の一つ「○○○○○○」
②夫婦になること
④宴会などの終了前にとりあえず一区切りつけること
⑤貴人の住宅を敬っていう語
⑦自分の国の言葉
⑫物を売っているところ
⑬ことわざ。腐っても・・・

①8本の足を持つ軟体動物
③にょろにょろしてるが、とてもおいしい伊勢若松の名物
⑥市内西部地区にある地下の農業用水路
⑧食糧。食物。また、精神・生活の活力の源泉
⑨鈴鹿市には県内で一番多く住んでいます
⑩言ってはならない言葉
⑪これを減らして資源を増やしましょう

⑭鈴鹿市のシンボル的な木。
　長太のオオ○○    
⑮地球上のすべての地域・国家    

部
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※答えは6月5日号のこのコーナーに掲載します。
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4月5日号の答え

ゲンキナスズカ

　鈴鹿を代表するイベントの一つ「すずかフェス

ティバル」。元気な鈴鹿市民がひときわ熱く燃え

上がる夏の恒例行事です。今年は、8月4日㈯、

5日㈰、弁天山公園を主会場に行われます。 
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